防災対策
個室トイレ

ほぼ紙トイレ
〒 104-0052 東京都中央区月島 2-2-10 クエスト正徳 201
電話：03-3532-3121 FAX：03-3532-3122
＜商標登録済／特許出願中＞

（株）カワハラ技研

〜起こり得る 災害 に備え、今からトイレ対策を〜
この問題を解決するのは

●水洗トイレは使用できない

備蓄型組立式個室トイレ

●仮設トイレはすぐに来ない
●トイレに行きづらい(衛生・防犯・プライバシー）！

災害が発生し既設のトイレが使用できなくなった場
合、
ライフラインや道路復旧までの目安である約２週間、

れ完成直後からすぐに使用でき、最終処分は全焼却＊で
す。

災害用トイレは必需品です。

白い六角柱のゆとりある空間はプライバシーを確保。

災害用トイレには様々な種類がありますが、下水道が
損壊してしまうと使用できないもの、排便の都度、使用

また鍵付、センサー照明付、ドアを内開きにするなど防
犯面も考慮しています。

済袋の処理・保管を必要とするもの、便器のみで囲いが

ほぼ紙トイレは、避難先の災害用トイレが衛生・防犯・

なくプライバシーが守られないものなど、災害規模や設

プライバシーの面で不十分であった理由からトイレに行

置場所の諸条件によっては “ 単品 ” では機能しないため、

きづらくなり、心身のストレス、健康障害に苦しんだ方々

タイプ別の災害 用トイレを組み合わせて使用すること

（特に女性）からの意見を反映して設計された、女性に

を想定しなければなりません。(【表１】参照 )

やさしい “ 備蓄型組立式個室トイレ ” です。

ほぼ紙トイレは、工具無しで女性２人でも組み立てら

＊ LED 照明と単三電池のみ分別

【表１】
災害用トイレの種類、被害想定、特徴、時間経過に伴う組み合わせ
【表
1】災害用トイレの種類、被害想定、特徴、時間経過に伴う組み合わせ
発災～3日後

～2週間

～1ｹ月

～3ｹ月以上

断水
災害用トイレの種類

断水時

下水管
断裂時

停電時

設置場所 処理方法

備蓄

停電
下水管断裂
道路断絶

携帯トイレ

〇

〇

〇

屋内外

保管回収

〇

簡易トイレ

〇

〇

△

屋内外

保管回収

〇

仮設トイレ（組立式）

〇

〇

〇

屋内外

汲み取り

〇

〇

〇

〇

屋内外

汲み取り

〇

△

〇

〇

屋外

汲み取り



△ ※1

△ ※2

〇

屋外

下水道

〇

仮設トイレ
マンホールトイレ

【凡例】 ○・・・使える

△・・・使えるものもある

―・・・使えない

※1・・・井戸水、プールの水等を利用すれば断水時も使用可能
※2・・・下水道の被害状況によっては使用可

http://hobokami.com/
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※2

主に使用

補助的に使用
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ボックスとタンクで１セット。備蓄時の省スペース設計
女性２名で運べて工具無しで組立てまで完結

材料は全て耐水性なので屋外に設置可能
屋外に設置できるので臭いの問題を解消
男女別、プライバシーが確保できる個室洋式トイレ

断裂の恐れのある電気・上下水道設備等が無くても使用可能
400ℓ(50人で約１週間）貯留可能な大容量タンク装備
タンク満杯で封をして保管。最終処理は全焼却可の衛生設計

【備蓄時】

【完成時】

【個室内部】

http://www.kawahara-giken.com
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災害用マンホールトイレシステム

災害用マンホールトイレシステム
特販営業部
〒 136-0071
東京都江東区亀戸 2-22-17 日本生命亀戸ビル
TEL:03-6807-0744 FAX:03-6807-0746

前澤化成工業（株）

起きてからでは遅い！いざという時の万全な対策を

災害用マンホールトイレシステム

【概要】
《洋式便器の水洗トイレ》
全国に広く普及した下水道は、私たちに快適で清潔な
トイレ環境を提供してくれます。しかし、災害等により
快適で清潔なトイレ環境が失われたとき、トイレ問題は
私たちに大きなストレスの原因となります。また、単な
るストレスだけでなく、水分補給の制限等による生命の
問題でもあります。近時災害時だからと我慢するトイレ
から、より快適・清潔・衛生的なトイレとトイレ環境が
求められています。
私たち前澤化成工業では、災害時においても快適・清
潔・衛生的なトイレとトイレ環境を目指して、災害用マ
ンホールトイレをご提案していきたいと考えています。
その目指す指標として、私たちは「洋式便器の水洗ト
イレ」を掲げ、より優れたトイレ・トイレ環境の整備を
追及していきたいと考えています。

③豊富なシステムから複数タイプの設備による下水道
式・タンク式併設でどんなときも安心の W セーフティ
です。

【特長】

④雨水の有効活用ができます。

《災害用マンホールトイレ５つのご提案》
①臭気対策等快適性を重視しています。

⑤自在ゴム輪受口の採用、セメント固化工法による埋戻、

②植栽の利用や配置の工夫など女性目線の設計となって

安心マンホール工法による浮上防止により、耐震・液

おります。

状化対策にも配慮しています。

下水道式マンホールトイレ

タンク式マンホールトイレ

直接放流型マンホールトイレ

管路接続タンク貯留型マンホールトイレ

簡潔・安価・防臭

タンク貯留・管路排水・防臭

マンホール対応トイレ
（洋式）

テントブース

テントブース

太陽光発電LED街灯
1 号人孔

マンホール対応トイレ
（洋式）

太陽光発電LED街灯

自在ゴム輪受口継手

手動ポンプ

防臭逆止弁

防護蓋300
自在ゴム輪受口ビニホール

落下防止機能

雨水貯留槽

手動ポンプ

防護蓋300
FRP貯留タンク

http://www.maezawa-k.co.jp/
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落下防止機能

防臭逆止弁 自在ゴム輪受口ビニホール

1 号人孔
雨水貯留槽

災害・防災対策
トイレシステム

防災貯留型仮設トイレシステム
環境・ライフラインカンパニー 管材事業部
〒105-8450 東京都港区虎ノ門2-3-17（虎ノ門2丁目タワー）
TEL 03-5521-0833

積水化学工業（株）

避難所生活の最難題「トイレ不足」を解消し、
被災者の健康を守る
地震や台風、水害などの災害時に避難所へ避難所生活

② 下水道管路に直接接続することで、設置整備費を縮

を強いられた被災者にとって最も切実なのは実はトイレ

減することが可能である。

の問題。避難所の不自由な生活の中で、清潔、快適なト

③ 予め管路に貯留水として井戸水、川の水、プール等

イレを確保できるか否かは、被災者の健康にも重大な影

を使用前に水を溜めることで汚物の臭気発生を抑制

響を与える。防災貯留型仮設トイレシステムは阪神大震

し、衛生面・環境面においても優れている。

災後、神戸市と共同で被災者へのアンケート調査等から

④ 貯留槽のゲートを開くと、水勢で汚物を一気に本管

得られた教訓から開発を行い、神戸市を皮切りに現在

まで流すことが出来るため、汚物の堆積、滞留が起こ

1,000 校を超える学校等に整備された塩ビ管を利用した

りにくい。

マンホールトイレで、災害への備えの提案を行って整え

⑤ 災害時に下水道管路が破損した場合は、貯留機能が

ています。

あるため継続使用が可能（１回／日程度バキューム
カーで収集が可能）
。配車の遅れなどで万が一貯留量
が限界に達しても、貯留弁の中に組み込まれた仕切弁

● 下水道本管直結式
防災貯留型仮設トイレシステムの最大の特徴は下水道

からオーバーフロー（放流）させる仕組みがあり、長

本管直結式で有り、且つ貯留型であること。既設の下水
道ライフラインの機能を活用することで整備コストを押

期間使用が可能
⑥ 上部構造物であるトイレの種類、形状を選ばないた

さえており、下水道本管との間に貯留装置（貯留弁）を
設けることで、災害時に下水道本管に異常が無い場合は

め、災害時にトイレの確保が容易である。
⑦ 軟弱地盤地は液状化対策に実績のあるリブパイプで

そのまま放流し下水道の機能を活用。万が一下水道本管

管路の浮上防止を図る事が容易である。

が破損している場合でも、汚水を貯留してトイレを使い

これらの特長を活かして、避難所の機能強化に貢献す

続けることができる仕組みである。特長は

るシステムである。

① １システムあたり、
トイレ数５基（標準基数）に対応。

http://www.eslontimes.com/
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エアーテント

アキレスエアーテント
引布販売部
住
所：〒 169-8885 東京都新宿区北新宿 2-21-1
電話番号：03-5338-9360
FAX 番号：03-5338-9369

アキレス（株）

コンパクトに保管、大きく展開 アキレスエアーテント
アキレスエアーテントは災害対応に特化したエアーテン

殆どありません。災害時の救護所など備蓄用に最適です。

トを提供しています。

アキレスエアーテントには市役所や消防団等でも使用さ

エアーテントはブロアで空気を送るだけで完成するの
で、組立作業が大幅に簡素化できます。

れているスタンダードタイプから車輌格納用の大型タイ
プ、大規模災害対策本部用等に採用されているハイグレー

保管もコンパクトで場所をとらず、部品をなくす心配も

ドモデルまで幅広いラインナップをそろえています。

エアーテントは一人で簡単に組立てが出来ます。（写真の手順で４×５ｍのテントが立ち上げ出来ます。）

ブルーシートの所定の位置
にエアーテント（収納状態）
を置きます。

エアーテントをブルーシー
ト内に広げます。

バルブを取り付けます。（3 箇所）

徐々にテントが立ち上がります。立ち上が
り方がおかしければサポートします。

テントの形状が完成してから 30
秒加圧します。

バルブにブロアホー
スを接続します。

ブロアのスイッチを入れ、充気を待ちます。

完成
ブロアホースを外し、
しっかりとバルブを締
めます。

気柱の端（６箇所）引っ張って形を整えます。

詳しくは取り扱い説明書をご覧ください。

http://www.achilles-rf.com/tent/
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